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「声かけ」とフィードバック 

 

2020年 03月 01日 

社会福祉法人クローバー 

理事長 髙橋良壽 

 

支援計画を読んでいると、「声かけ」という表現を頻繁に目にします。しかし実際の支援では、

支援者によって「声かけ」は異なります。ある支援者は、ていねいに動作ひとつひとつに指示を

出します。ある支援者は、次の行動を短い言葉で端的に指示を出します。またある支援者は、利

用者が動き出すのを待って次の指示を出します。さらには、絶え間なく利用者と会話をしながら

次の行動をうながす支援者もいます。 

 

福祉サービスが、措置から契約に変わったことにより、福祉従事者は指導員から支援員に変わ

りました。支援者には、利用者のこうありたいという生活像に向かって伴走するような姿勢が必

要です。たとえば、スポーツジムのインストラクターのような役割も求められます。 

 

インストラクショナルデザイン（教える技術）においては、「フィードバック」という技法があ

ります。このフィードバックは心理学の理論に基づく３つの働きがあり、これらは支援場面に転

移することができます。フィードバックは次の３つです。 

１．状況的学習論によるコミュニケーションとしてのフィードバック 

２．認知心理学による情報としてのフィードバック 

３．行動分析学による強化としてのフィードバック 

 

１．コミュニケーションとしてのフィードバック 

コミュニケーションとしてのフィードバックは、支援者と利用者の良好な関係を築くための基

礎的な技法です。それは朝のあいさつから始まり、帰りのあいさつで一日の活動が集結するまで、

活動の節目節目で繰り返されます。利用者がここに来て良かった、この活動に参加しよう、参加

できて良かった、そう思えるような言葉かけです。ここでは利用者を尊重した態度やていねいな

言葉を選んで使います。また、それは人を選ぶことなく、一貫した同じ言葉です。 

朝のあいさつでは、支援者同士は「おはようございます」とあいさつをします。しかし、利用

者に対しては「おはよう」と言葉を変えることがあります。支援者に話を聞くと、この方が親近

感がわくからと言います。利用者と支援者は対等でなければいけません。ただし、対等というの

は友達感覚であったり、気軽な関係ではありません。対等であるとは誰に対しても失礼がない態

度でなければいけません。それは相手が気分を害さない、さらには前向きで動機づけとなるよう

な態度や言葉です。 
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また、支援の目的は、相手との関係を良くして、ゴールに到達することです。以前は、勢いや

情熱だけでゴールを目指すような支援もありました。しかし今は違います。利用者と支援者は、

お互いにコミュニケーションをはかりながら、より良い状態でゴールに到達できる工夫が必要で

す。 

 

２．情報としてのフィードバック 

 コミュニケーションにおいて私たちは、伝えたつもりになっていることがあります。もしくは、

それぐらいわかっていて当然、と思っていることがあります。また、私たちは常に他者との関係

の中で活動をしています。目の前の利用者にその人自身のことは伝えます。しかし、仲間のこと

は省略することがあります。しかし、周囲の仲間のことがわからないと動きづらく、不安になり

ます。対象となる利用者を含めた周囲の情報をていねいに伝えることが大切です。 

 また情報としてのフィードバックは、何かトラブルが発生したときの対応にも必要です。人を

注意するとき、問題点ばかりを指摘するだけのフィードバックがあります。しかし。注意された

方は精一杯やった結果として注意されていることがあります。そのときは、正しい方法を情報と

して伝えます。ただし、このとき、両者の間にラポールができていないと情報としてのフィード

バックは成立しせん。まずは相手の、苦手意識、恐怖心や警戒心を解くことから始めます。その

ためには強化としてのフィードバックが有効です。 

 

３．強化としてのフィードバック 

 他者と良好な関係を作るためには、正の注目を大切にします。正の注目は、特別なことではな

く、普通にしていることに注目するということです。何か特別に良いことをしたときにだけ注目

をするのではなく、日常で普通に生活をしていることに注目をして声をかけます。たとえば、事

業所に来ることや、ご飯を食べること、そんなあたりまえの日常に対して声をかけます。それが

強化としてのフィードバックになります。 

強化としてのフィードバックは、行動分析学に基づいています。その行動の出現頻度を高める

ためにフィードバックします。適切な行動がなされたあとは、すぐに「それいいね」とか「あり

がとう」とフィードバックをすることです。 

利用者は、創作活動や生産活動に参加します。それは当たり前だからとか、カリキュラムだか

らやらなければいけないということではありません。普通に活動しているということは、それだ

けで素晴らしいことであり、ありがたいことです。だから私は常にフィードバックをします。 

たとえば、事務室からトイレに行くときは、その周囲にいる人すべてにフィードバックします。

絵を描いている人には「できあがりが楽しみだね」、アクセサリーを作っている人には「完成した

らつけてみたいなぁ」、軽作業をしている人には「細かいですねぇ、目、疲れませんか？」とフィ

ードバックをします。人によっては、離れたところから私を見ている人がいます、そういうとき

は、ニコッとほほえんだり、親指を立ててグッド！を作ります。 
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私たちは常に何かしらの行動をしています。基本それらはすべて適切な行動です。私は、利用

者の皆さんが、毎日、事業所に来てくれること、私に好意を示してくれることにとても感謝をし

ています。そこで私は、毎日、事業所に来て活動してくれる利用者に感謝の言葉をかけたり、そ

れを態度で伝えます。だから、一日に何回も何十回も、その都度、フィードバックをします。 

 

支援における「声かけ」は、正の注目をするところから始まります。そのためには常に意識し

て見るということが必要です。そのため、私は「利用者に背中を見せない」ということをお願い

しています。そうしなければ声をかけるタイミングがわかりません。フィードバックは、内容と

タイミングが大事です。声をかけて欲しいなぁと思っているところに反応します。また言葉は、

褒めた方が良いのかどうかという議論があります。それは、相手がその言葉をかけられてことで、

自分には能力がある、人々は仲間だと思えたかどうかで決まります。他者からの言葉かけで、そ

う思えたときに自分の課題を自分で解決しようと思えるのではないでしょうか。 
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2020 年度 事業計画（法人）  

 

2020.03.01 

社会福祉法人クローバー  

理事長 髙橋良壽  

 

１．支援関係  

 ▶ 法人理念を具現化し実践に反映させる  

 ▶ 支援者の倫理、価値について学ぶ  

 ▶ 「Knowbe 業務支援」（株リクルート）を導入する 

  - 利用者の情報共有を強化し、統一したサービス提供を行う 

 ▶ 看護師訪問（月に１回づつ、日中活動事業所を巡回）  

  - 利用者の健康状態の確認  

  - 利用者主治医との連携  

  - 職員、家族へのアドバイス  

 ▶ サービス向上委員による意見傾聴  

  - 定期訪問  

    04 月 クローバー（Begin）,いとぐるま／対応 和みの園 施設長 木内氏 

          みんとの家,れもんの家／対応 とつかわかば 所長 田所氏  

    11 月 クローバー（深谷）／対応  和みの園 施設長 木内氏 

       みかんの家,いちごの家／対応 とつかわかば 所長 田所氏  

  - その他、必要に応じて訪問を行う  

 

２．労務関係  

 ▶ 就業規則，給与規程の見直しを社労士と契約をしてすすめる  

 ▶ 勤怠システム「jinjer」（株ネオキャリア）を導入する  

  - 勤怠管理の効率化と標準化を行う 

 

３．会議  

 ▶ 理事会／定款細則第 11 条に基づき、 06 月、12 月、03 月に開催する  

      その他、定款に基づき、必要に応じて開催する  

 ▶ 評議員会／定時評議員会以外の開催についての見直しを行う。  

       現在は、法人の状況を知ってもらうことから年３回実施している  

       今後の開催回数について、検討する 
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       なお、社会福祉法の定めでは、会計年度終了後３ヶ月以内に１度開  

       催することになっている  

 ▶ 経営会議／月に１回以上開催し、法人の経営状況の確認と法人運営に影響をお  

       よぼす諸業務の協議や決裁を行う  

 ▶ 管理者・施設長会議／月に１回以上開催し、日常業務に関する協議および決裁  

            を行う 

 ▶ 事業所会議／月に１回、全事業所の管理業務にあたる職員と直接支援業務に当  

        たるリーダーの情報交換、情報共有を行う  

 ▶ サービス部門会議／月に１回、サビ管、サービス担当職にて、支援計画通りの  

           支援が適切にていきょうされているかどうかの確認を行う  

           権利擁護委員会を兼ねる  

 ▶ 運営協議会／年２回、事業所の管理者等と利用者代表、ご家族代表、地域住民  

        代表、地域の支援機関代表が集まり、意見交換を行う  

 ▶ 事業説明会／年１回、ご家族や後見人向けに法人事業の説明を行う  

 ※メンバー会議、職員会議は各事業所の計画参照  

 

４．地域連携  

 ▶ ハートプランに基づき、地域福祉の発展に貢献できるようにかかわる。  

 ▶ 社会福祉協議会関係 

  市社協の会員登録（新規）、障がい分科会、地域とつながる連絡会、移動情報セ  

  ンター推進員会、ボランティアセンター運営委員会、地区社協  

 ▶ 自立支援協議会関係 

 

５．安全対策  

 ▶ 新型コロナウイルス対策  

  厚労省および横浜市からの通知を遵守するとともに、以前に購入した次亜塩素  

  酸ナトリウムを精製する機械を活用し、除菌を徹底する。  

 ▶ 公用車の安全対策  順次、ドライブレコーダー等安全装置を整備する。  

 ▶ 防犯カメラの設置  設置に向けて検討中  

 

６．その他事業  

 ▶ 法人全体旅行  

 ▶ 職員総会  

 ▶ 職員全体研修  
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2020 年度 事業計画 

報告事項   相談支援事業所 マロン 

作成者  相談支援専門員 川端 亜希子 

提案内容 1. 事業内容  

 ① 計画相談支援の目的（「横浜市 業務ガイドライン」より抜粋）  

   利用者の希望や目標を聴き取り、その希望や目標を実現するための課

題や必要な社会資源などを明確にしたプランを作成する。そのプラン

をご本人および関係する専門機関等のすべての支援者が共有し、同じ

目標に向かって支援を実施する。  

 

 ② 業務内容  

  (1) 基本相談：障がい者等の相談に応じ、必要な情報提供や助言を行う。 

  (2) サービス利用支援：丁寧にアセスメントを行い、サービス等利用計

画の作成を行う。  

  (3) 継続サービス利用支援：サービス等利用計画が適正であるかの見直  

しを行う。  

 

 ③ 事業計画  

  ・基本相談  

   必要に応じて対応 

  ・サービス等利用支援・継続サービス利用支援  

    年間 12 人の受け入れを目指し実施  

   ・サービス利用支援：支給決定期間に合わせて計画作成を実施 

   ・継続サービス利用支援：当初 3 ヶ月は毎月実施  

以降 3 ヶ月に 1 回実施 

 

2. まとめ  

 計画相談支援は、面接技術，傾聴，質問力など多くのスキルが必要なた  

め、難しさを実感しています。  

それでもアセスメントやモニタリングで利用者様と目指す生活を確認し

ながら計画を作成し、その後のモニタリングで目指す生活に向かって一歩

ずつ進んでいる話をお聞きし一緒に喜ぶことができることが原動力となっ

ています。  

計画の作成においても、利用者ご本人と十分なコミュニケーションがで

きないため、ご利用者様の希望や気持ちと違う方向になっているのではな

いか、ご利用者様が無理をしているのではないかと気になることがありま

す。ご本人の希望や気持ちを話していただくためには、信頼関係を構築す

ることが必要です。ご本人と話をする時間を大切にしていきます。  

さらに、生活の中の表情や行動に現れる感情に注目すること、相手の好

きなことに関心を持つことについてもこれからも取り組んでいきます。  

社会福祉法人クローバー  

―09―  
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2020 年度 事業計画 

事業所名  生活介護事業所クローバー，従たる事業所Ｂｅｇｉｎ  

作成者 管理者・サービス管理責任者  鎌田 功 

クローバー リーダー宮川貴子，リーダー鈴木優梨  

従たる事業所  Ｂｅｇｉｎ リーダー中村美瑠 

実施形態  ・クローバー  

 1 階グループは製菓と受注活動、2 階グループは創作と受注活動を行う。 

・クローバー（Ｂｅｇｉｎ）  

 製パン・製菓、ビーズ作業他を 2 階スペースにて実施する。  

提案内容 1. 利用者の状況  

(1）  利用開始・退所  

クローバー  

合計 23 名（男性 14 名、女性 9 名） 

 Ｂｅｇｉｎ  

合計 9 名（男性 5 名、女性 4 名） 

  女性利用者 1 名は 4 月 1 日より週 5 日の利用に変更。  

 

※生活介護全体の利用者  合計 32 名 

 

2. 活動の状況  

(1）  工賃収入につながるプログラム  

①  クローバー  

【受注作業】 

メール便（書類搬送業務） 

戸塚区役所の要請を受け、4 月より搬送先の地域ケアプラザが  

2 か所（上倉田、下倉田）増え、8 か所から 10 か所に変更  

地域情報誌ぱど（ポスティング）、クロネコＤＭ便（ポスティング） 

釜寅（宅配用セットづくり）、銀のさら（チラシはさみ）  

【製菓作業】 

製菓製造・販売  

【創作活動】 

天然石・ガラスビーズ製品の作成・販売 

 天然石のビーズを使ったキーホルダーやアクセサリーなどの新

製品の制作  

カレンダーの作成・販売 

 より利用者一人ひとりの個性をいかした絵の制作  

②  Ｂｅｇｉｎ  

製パン・製菓（フリースペース販売・外注）、ビーズアクセサリー  

パンのカレンダーのポスティング  
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製パン・製菓作業は、取り扱う製品の見直しを図り、利用者が参

加しやすい工程、方法を考えていく。また、ビーズ製品も含めて、

通常のフリースペース販売と外注の他に、地域の福祉施設や店舗、

イベントでの委託販売や出張販売の実施を目指す。  

 

(2）  生活プログラム  

①  クローバー  

  買物（食材や日用品、製菓の材料や備品）、プール、音楽鑑賞  

洗濯、施設内の環境整備、地域清掃  

②  Ｂｅｇｉｎ  

絵画、音楽、買物、地域清掃  

運動・レクリエーション  

利用者の健康を考えて、公園での運動や室内でボール等を使った  

ゲームをして、体を動かす機会を増やしていく。  

 

(3）  地域との関わり  

①  クローバー深谷  

・地域のイベントに参加・出店  

・お菓子の外注販売（深谷小学校放課後キッズクラブ）  

・地域清掃（施設周辺） 

・地域にお住いの方たちとの交流を深めるため、クローバーの行事

に地域の方たちを招待する  

②  Ｂｅｇｉｎ  

・パンの外注販売（ＹＭＣＡ学童クラブ）  

・隣接する公園での美化活動（ゴミ拾い・分別作業）  

・絵画作品の近隣施設での展示を目指す  

 

(4）  社会貢献的な取組  

①  クローバー  

・深谷地区の情報誌ぱど配布やＤＭ便配達、地域清掃をしながら地  

域の方に挨拶をすることで防犯に貢献していく。  

・災害時の地域の要援護者の受け入れ態勢と備蓄品配布の準備  

②  Ｂｅｇｉｎ  

・災害時の地域の要援護者の受け入れ態勢と備蓄品配布の準備  

 

(5）  行事 

①  クローバー  

・始業式・入社式、旅行（法人全体）、地域の盆踊り  

クリスマス会、初詣など  
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②  Ｂｅｇｉｎ  

・始業式・入社式、旅行（法人全体）、クリスマス会  

パン工房見学など  

 

(6）  防災 

①  クローバー  

横浜市民防災センター見学（災害体験・消火器訓練）、各避難所（広  

域、地域防災拠点、いっとき）への避難訓練などを予定。  

クローバー全体または各グループで実施する。  

②  Ｂｅｇｉｎ  

消防署立ち会いの消火訓練  

水災害を想定した訓練の実施 

 

3. 会議、研修  

(1）  メンバー会議  

①  クローバー  

・製菓の製造方法、作業環境、取り組み方、販売方法をよりよくす    

 るための聞き取りや意見交換                                                                                                                                                                                                            

・創作新製品開発、作業環境、取り組み方、販売方法をよりよくす

るための聞き取りや意見交換  

・作業の取り組みへの各メンバーの満足度調査  

・行事内容の希望の聞き取りや意見交換  

②  Ｂｅｇｉｎ  

・行事等年間計画の見直しと確認  

・昼食メニューについての希望調査  

・活動内容、活動方法の見直しについての意見交換  

 

(2）  研修 

①  クローバー  

・各職員の勤務年数に伴ったスキルアップにつながる研修への参    

 加  

②  Ｂｅｇｉｎ  

・初任者研修  

・接遇・マナー研修  

 

4. その他  

(1）  看護師に相談したいこと  

①  クローバー  

・毎月１回実施 

・利用者や家族からの健康に関する相談  
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・普段の活動の様子から健康面で気になる点を相談  

・高齢化に伴う配慮に関する相談  

・各利用者の健康診断の結果をもとにアドバイスをしてもらう  

 

②  Ｂｅｇｉｎ  

・毎月１回実施  

・利用者や家族からの健康に関する相談  

・普段の活動の様子から健康面で気になる点を相談  

・高齢化に伴う配慮に関する相談  

・各利用者の健康診断の結果をもとにアドバイスをしてもらう  

 

(2) 自主的な改善点  

① クローバー  

・製菓作業の効率化のための備品購入  

  一度にたくさんの注文をいただいたり、イベントに参加したり

するときに、よく作るお菓子の種類やサイズに合ったケーキク

ーラーを使うことで、早く冷却することができ、利用者の待ち

時間の短縮に繋がる。 

  ・創作で使用する備品の整理整頓  

・施設内で利用者一人ひとりが、安全で作業をしやすい方法や環境

づくりに必要な備品購入（環境整備、構造化など）  

   

② Ｂｅｇｉｎ  

・公用車が 2021 年 1 月に車検のため、助成金の申請を行う。  

・製菓作業の見直しに伴う必要な備品購入  

 

(3）  その他  

①  クローバー  

・創作活動に取り組んでいる他事業所の見学  

  創作活動の幅を広げるため、職員または利用者を含めて、事業  

所を見学し、活動を体験させていただく。  

・製菓担当利用者・職員の検便を実施  

・受注活動に取り組んでいる他事業所の見学（働くことを学ぶ）  

受注作業に取り組む姿勢、利用者が作業しやすい方法や環境づ

くりの工夫を知る機会として、職員または利用者を含めて、事

業所を見学させていただく。  

②  Ｂｅｇｉｎ  

・製パン・製菓作業に取り組んでいる他事業所の見学、試食等  

他事業所のお店の雰囲気を感じ、商品（パン・お菓子）を食べ    

てみて、製パン・製菓作業への関心を深める。 
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・製パン・製菓担当利用者・職員の検便を実施  

 

5. まとめ  

①  クローバー  

販売をとおして施設外の人たちと関わる機会を持つことができて

おり、利用者の皆様の楽しみになっていると感じます。今後も皆様

が楽しみや達成感を感じられるような活動にしていきたいと考え

ています。  

カレンダーは、より利用者一人ひとりの個性をいかした絵を取り入

れた製品の制作を目指します。また、天然石のビーズ製品も新製品

に挑戦します。昨年度に引き続き、販売を通して人との出会いや繋

がりを大切にしていきたいと考えています。  

授産活動ではクロネコＤＭ便の配布範囲を拡大するなど、利用者の

できる範囲で仕事量を増やしていますが、室内作業をより充実した

ものにしていくために新しい受注作業の開拓を考えていきます。 

②  Ｂｅｇｉｎ  

製パン・製菓については、職員の引き継ぎを継続して行うなか、製

品の種類や製造方法を見直し、利用者の皆さんが参加しやすい作業

工程と作業方法を考えていきます。見直しを図ったのち、安定して

作れるようになった時期を見て、地元の上矢部地域で製品を置いて

くださるお店探しを行います。また、クローバー（深谷）の協力を

得て、深谷地域のイベントでの委託販売を考えていきます。  

新規利用者の獲得に当たっては、多くの人に関心を持っていただけ  

るよう、Ｂｅｇｉｎの魅力づくりを考えてまいります。  
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2020 年度 事業計画 

報告事項  地域活動支援センター  いとぐるま  

報告者 施設長 泉 和真 

内容 1. 利用者の状況  

(1）  利用開始・退所  

合計 14 名（男性 8 名、女性 6 名） 

 

 

2. 活動の状況  

(1）  工賃収入につながるプログラム  

機織り、受注作業（岩塩封入作業、パンフレット封入作業）  

はがき作り  

 

(2）  生活プログラム（創作活動、買物、調理等）  

私プログラム（利用者希望プログラム）、買物、 

音楽活動（月 1 回、音楽療法士が来所）  

園芸活動（夏季・冬季で季節の花を育てる） 

運動（公園のウォーキング、サッカー、ボールパス、  

上矢部ケアプラザ体育館での運動、など）  

 

(3）  地域との関わり 

・フリースペース（作品展示や接客）  

・美化活動（あおぞら公園を中心に、施設周辺の地域清掃）  

・花まつり（名瀬妙法寺）  

 

(4）  社会貢献的な取組  

ペットボトルキャプと使用済み切手を回収し、途上国にワクチン  

などを送る事業に協力。利用者には、回収したペットボトルキャップ

の選別や整理をして関わっていただく。  

 

(5）  行事 

一泊旅行（法人全体）、日帰り外出（旅行不参加者、福祉バス利用）、 

戸塚教会バザー、クリスマス会、初詣、 

ボウリング（横浜ラポール）  

 

(6）  防災訓練 （追加したい訓練）  

・消防署の立ち合いによる消火訓練 

  ・水害を想定した訓練  
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3. 会議、研修  

(1）  メンバー会議  

毎月の予定、私プログラムの内容、活動の振り返り（9 月・3 月） 

 

(2）  研修 

・福祉制度に関する研修  

・精神障害に関する研修や施設に関係した研修 

 

 

4. その他  

(1）  看護師に相談したい事 

・健康診断や通院の結果について  

・生活習慣について  

 

(2）  自主的な改善点  

・公用車の運行記録と安全意識向上のため、ドライブレコーダー取り付

けに向けて、法人内で協議し提案をしていく  

 

(3）  その他  

・戸塚区ふれあい助成金申請  

 音楽活動での音楽療法士への謝礼として使用  

 

 

5. まとめ  

 

いとぐるまの工賃収入につながるプログラムは、主に機織り作業と

受注作業があります。機織り作業は、マットなどの自主作品を創造す

る楽しみを感じていただける仕事です。受注作業は、バスソルト封入

などがあり、任された役割に責任をもってやっていただける仕事です。 

仕事だけでなく、私プログラムは、ビーズや文字書きなど、希望す

る事を、ご自分のペースで取り組んでいただきます。音楽活動は、音

楽療法を取り入れ、さまざまな音楽に触れる事で、コミュニケーショ

ン、運動性、感情表現、などの向上を目的としています。運動は、上

矢部地区センターの体育館で、バスケやバドントン、ボールパスなど

楽しみます。  

   いとぐるまでの様々な活動を通して、お一人お一人が輝ける事をス

タッフは探していき、充実した日々を過ごしていただけるように、今

後もご支援をしてまいります。  

 

 

 

社会福祉法人クローバー  
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2020 年度 事業計画案 

事業所名  共同生活援助ゆうきの里  

みんとの家、れもんの家、いちごの家、みかんの家 

作成者 共同生活援助ゆうきの里：管理者  春田恵吏加 

みんとの家：リーダー荻津  れもんの家：リーダー 松下  

いちごの家：リーダー宗像  みかんの家：リーダー 加藤  

提案内容 1. 利用者の状況  

(1）  利用開始・退所  

①  みんとの家 6 名（変更なし）  

②  れもんの家 6 名（変更なし）  

③  いちごの家 6 名（変更なし）  

④  みかんの家 6 名（変更なし）  

 

2. 支援の状況  

(1）  日々の支援で気をつけること 

①  みんとの家  

安心して生活ができるように入居者の気持ちに寄り添える支援を心

掛ける。ご本人の希望、要望を大切にするとともに、入居者がして欲

しくない事や不満に感じる事も大切にして、その解消に努める。  

メンバー会議や日常の何気ないひと言や行動・態度もしくは、リビン

グでの会話等から入居者の思いをくみ取り、それを職員会議にて話し

合い解消につなげる。 

②  れもんの家  

安心して生活ができるように入居者の気持ちに寄り添える支援を  

心掛ける。ご本人の希望、要望を大切にするとともに、入居者がし  

て欲しくない事や不満に感じる事も大切にして、その解消に努め  

る。メンバー会議や日常の何気ないひと言や会話、個別に時間を設  

ける等して、入居者の要望や不満をくみ取り、それを職員会議にて  

話し合い解消につなげる。 

③  いちごの家  

入居者の気持ちに寄り添えるような支援を心掛ける。日常の何気な  

いひと言やリビングでの会話 ,視線,行動から気持ちをくみ取り、そ  

のつど、声を掛ける等して、入居者が困った時や相談事など何でも  

言いやすい関係をきずく。 

居心地の良いホームになるように、ご本人の気持ちに配慮した声掛  

けを大切にする。希望や要望も大切だが、入居者がしてほしくない  

ことや不満に感じることも大切にして、積極的に受け止めて解消で  

きるよう支援する。  
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④  みかんの家  

幅広い年齢層の方達が生活しているため、一人一人の入居者が無理な

く生活できるよう入居者に合わせた支援方法をさぐり実践していく。

2019 年 9 月に新職員が入職したことから新職員の新しい目線の意見

も取り入れて、より楽しく安心して生活ができるホームを目指す。  

 

(2）  健康管理（食事を含む）で気をつけること 

①  みんとの家  

季節の変わり目にはご本人と一緒に衣替えをし、気候に合った服装選

びの支援をする。  

少し物足りなさを感じると思われるメニューの時は、食費より季節の

果物や食材を購入し、季節を感じられる食事提供をする。  

②  れもんの家  

医師等から食事について助言を受けた入居者には、ガイド外出前に職

員やヘルパーとその日の昼食について話し合う時間を設ける。  

また出発前にはその旨、声を掛ける。  

③  いちごの家  

天候にあった服装選び，季節の変わり目の衣替え，季節に合った寝具

の使用，居室の室温管理などの支援を行う。日々の変化を見逃さず体

調管理に配慮した支援に努める。  

極端な体重変化など、病気の兆候を見逃さないように定期的な体重測

定を実施する。  

④  みかんの家  

年間を通して手洗いうがいを徹底し、ペーパータオルの使用やテーブ

ル・手すりのアルコール消毒など感染症対策を行う。インフルエンザ

流行時は事前に予防接種を行い、外出時のマスクの着用を支援する。

また体重記録表にて入居者の体重を記録し、体重の大幅な増減に注意

する。  

食事については、調理方法を変えるなど、偏食の方にもバランス良く

召し上がっていただけるよう工夫する。 

 

(3）  金銭管理で気をつけること 

①  みんとの家  

ガイド利用後の現金計算書と残金を入居者と一緒に必ず確認し、その

他の出入金については銀行引落内訳書、依頼書を使用して、ご本人、

担当職員、預り金担当の三者で確認の上、取り扱うことを徹底する。

ガイド利用後のレシートにて、ご本人がポイントを付けている場合は

ポイントを上手く使えるように支援する。  
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②  れもんの家  

ガイド外出の行先や外出時の購入品については、おこづかいの計画  

書をもとにご本人と相談し予算の中で上手に使えるように支援す 

る。 

ご自身の預貯金残高に不安のある入居者には、収支状況が常に分か  

るようにして、ご本人に説明をする。また将来的にも今と変わりな  

い生活が続けられるように説明をする。  

③  いちごの家  

ガイド利用前後の金額確認をご本人と一緒に行い、お小遣いの取り扱

いにたずさわれるよう支援する。また、銀行引落内訳書・依頼書の活

用を継続して行う。  

ご本人が居室にてお小遣いを管理されている方にはご自身の金庫へ

保管するように声掛けや確認を行う。  

④  みかんの家  

新職員も今後お小遣い管理をしていけるよう管理方法を指導しつ

つ、入居者の目線で、より個別性が高く利用しやすい方法を考えて

いく。  

また、金銭の取り扱いについては複数名でのチェック体制を継続す  

る。 

 

3. 事業、会議、研修  

(1）  行事 

①  みんとの家  

夏のお楽しみ会、町内会のお神輿、旅行  

②  れもんの家  

旅行、スポーツ観戦、地域活動への参加等  

③  いちごの家  

旅行、イベント外食、お誕生日会など 

④  みかんの家  

メンバー会議の総意から「皆で野球観戦がしたい」という意見があ  

がった。これを反映し 8 月の「夏のイベント」に野球観戦を実施す 

る。 

 

(2）  防災訓練  

①  みんとの家  

町内会で行われる防災訓練に入居者と一緒に参加する。  

入居者の安全を確保でき、支援をしながら避難できる避難経路の確認

や、夜間の防災訓練を行う。  
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②  れもんの家  

町内会で行われる防災訓練に入居者と一緒に参加する。  

夜間を想定した防災訓練を行う。  

③  いちごの家  

町内会の防災訓練に参加する。 

火災時に安全に避難できるよう火災を想定した防災訓練を繰り返し

行う。災害時、ホームに留まる事を想定し、停電時に必要な置き型

照明器具等、ホーム内での避難生活に必要な備品・設備を整える。  

④  みかんの家  

町内会の防災訓練に参加する。 

入居者・職員共に災害時にすぐに行動に移せるよう避難訓練等を繰り

返し行う。また自力通勤をされている入居者に関しては、通勤時  

に災害があった時の対応について入居者と共に考えて支援する。  

 

(3）  メンバー会議  

①  みんとの家  

ホームの生活において入居者が感じている事を表現できる場とし、支

援に反映する。また会議にとらわれず、日常の何気ないひと言や行

動・態度もしくは、リビングでの会話等から入居者の思いをくみ取る。 

②  れもんの家  

入居者より希望を聞き取り、行事に反映する。雑誌や絵カードの提示,

日常の何気ないひと言や会話等から、入居者の希望をくみ取る。  

③  いちごの家  

全員で楽しめるような事を考え話し合う。日常生活に取り入れて欲 

しいものや食べたい物などを聞き取り、希望・要望に添えるよう考  

えていく。色々な意見が出しやすいようティータイム時に、リラッ  

クスしながら話し合える場にする。  

④  みかんの家  

昨年実施した卓球大会が入居者・ご家族に好評だったため、今後も継

続させる。また形式的な会議にとらわれず、卓球をしたりお菓子を食

べたりしながら入居者が肩の力を抜いて話ができる機会を作る。その

中で、より良い暮らしを実現するためにどうしたら良いかを、入居者

とともに考える。  

 

(4）  研修 

①  みんとの家 アセスメント技術(利用者の生活世界を理解する ) 

②  れもんの家 リーダーシップ研修  

③  いちごの家 新職員の初任者研修参加,接遇・マナー研修  

④  みかんの家 新職員の初任者研修参加,リーダーシップ研修  
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4. その他 

(1）  地域との関わり  

①  みんとの家  

町内会で行われる防災訓練に入居者と一緒に参加する。 

ホーム周辺の清掃を実施，お神輿等の地域の行事に参加する。 

②  れもんの家  

町内会で行われる防災訓練に入居者と一緒に参加する。 

ホーム周辺の清掃を実施，お神輿等の地域の行事に参加する。 

③  いちごの家  

ホーム周辺の清掃を実施，地域の盆踊りへ参加する。  

④  みかんの家  

ホーム周辺の清掃を実施，地域の盆踊りへ参加する。  

 

(2）  社会貢献的な取組  

①   みんとの家  地域の行事に参加し、地域活動の活性化に協力する。  

②   れもんの家  地域の行事に参加し、地域活動の活性化に協力する。  

③   いちごの家  地域のごみ拾い等、地域の美化に携わる。  

④   みかんの家  地域のゴミ捨て場の清掃。 

 

(3）  自主的な改善点  

①  みんとの家  

１日の流れや支援内容などをまとめたマニュアル作成し、常に現状 

に合った統一した支援を提供する。  

②  れもんの家  

１日の流れや支援内容などをまとめたマニュアル作成し、常に現状 

に合った統一した支援を提供する。  

③  いちごの家  

停電時に備え、置き型懐中電灯などの照明器具を購入する。マニュア

ルや引継ぎの作成・更新を徹底し、常に現状に合った支援が提供でき

る状態を維持する。  

④  みかんの家  

マニュアルや引継ぎの更新を徹底し、常に現状に合った支援が提供で

きる状態を維持する。  

 

(4）  その他  

①  みんとの家 なし 

②  れもんの家 なし 

③  いちごの家 なし 

④  みかんの家 なし 
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5. まとめ 

①  みんとの家  

入居者の体調および身体の変化に気付けるよう、体重測定、検温、身

体管理簿の詳細な記載等を継続する。  

通院報告書を活用し、関係機関との正確な情報共有に努める。 

②  れもんの家  

入居者が中年・高齢期に入り、成人病予防や高齢化を意識した支援が

重要になってきた。特に健康診断で問題点を指摘された入居者の健康

管理には、体重や血圧等のチェックを怠らず、通院報告書を活用し関

係機関との正確な情報共有に努める。 

③  いちごの家  

入居者の動きを予測し安全に生活出来るよう配慮した声掛けを徹底

する。曖昧な言葉は使わず具体的な返答や声掛けをして、入居者のそ

の時々の気持ちに配慮する。身体の小さな変化も職員間で共有するた

めに身体管理簿に記載する際は、状態の変化を「変化なし」等の言葉

で終わらせる事の無いよう記載する。  

④  みかんの家  

入居者の高齢化が進んでいるため、健康管理を第一に考えていく。入

居者が自主的に行動したり意見や気持ちが言えるよう、職員は過干渉

に気を付け、困った時に手を差し伸べる事が出来る距離感を大切にし

ていく。  
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